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令和３年第５回中津川市教育委員会（定例会）議事録 

 
 

日    時  令和３年４月２１日（水） 午後１時３０分～ 

 

場    所  にぎわいプラザ ４－１会議室 

 

出席委員  教育長  岩久 義和 

              委 員  三尾 和樹 田島 雅子 小栗 仁志 橋本 あみる    

 

事務職員  三宅事務局長・氷室教育次長（兼）学校教育課長・伊藤事務局次長

（兼）教育企画課長・河合事務局調整監（兼）幼児教育課長・丹羽

文化スポーツ部長・松井文化スポーツ部次長（兼）オリンピック推

進室長・梶屋教育研修所長・長瀬施設計画推進室長・西尾発達支援

センターつくしんぼ所長（兼）発達支援センターどんぐり所長・太

田阿木高等学校事務長・池戸生涯学習スポーツ課長（兼）オリン

ピック推進室統括主幹（兼）少年センター所長・原文化振興課長

（兼）市史編さん室長・小池図書館長・青木中央公民館長・宮嶋鉱

物博物館長（兼）東山魁夷心の旅路館長 

 

会議日程  １ 開            会 

      ２ 前回議事録の承認 

３ 教 育 長 報 告 

４ 議            事 

５ 閉 会 

 

  

日程 議  事 件    名 結 果 

第１ 報第３号 専決処分の承認を求めることについて 承 認 

第２ 議第１３号 
中津川市教育委員会附属機関の委員の委嘱等につ

いて 
承 認 

第３ 議第１４号 
中津川市議会（臨時会）に提出する議案の意見に

ついて 
承 認 
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■教育長 本日は４名の委員の出席を得ましたので、委員会は成立しました。ただ

いまから、令和３年第５回中津川市教育委員会を開催します。 

 日程第２、前回議事録の承認につきましては、回議とします。 

 日程第３、教育長報告を行います。３月定例会以降に出席した行事などについて

報告します。３月８日から市議会一般質問、予算委員会、急遽開催していただいた

全員協議会などに出席しました。３月臨時会でご報告したとおり、市議会議員の皆

さんから、新ふくおか小学校、学校施設長寿命化計画などについて、多くのご質問

やご意見を頂戴しました。１２日は第二中学校の卒業証書授与式に出席しました。

式を終えた後に中庭で合唱を披露するなど、工夫と感動のある式でした。委員の皆

様にも教育委員会告辞をお願いしました。お疲れ様でした。１９日は小中校長会長、

阿木高校の校長とともに、新年度に向けた管理職の異動状況などについて市長に報

告しました。２４日は小学校の卒業証書授与式が行われ、２５日からは春休みでし

たが、大きな事故や感染症等の報告はありませんでした。 

４月１日は市長部局と教育委員会、三尾教育委員さんの辞令交付式に出席しまし

た。教委の新規採用者は事務局で２名、幼保の保育士等は９名、会計年度任用職員

は小中学校での管理職経験者を含めて９名でした。そのうちの１人は幼稚園の園長

さんとなっていただいております。２日は新任転任管理職訓示式に出席しました。

３日はオリンピック聖火リレー出発式、７日は東濃地区教育長会、８日は阿木高校

の入学式、１３日は市町村教育委員会の会議に出席しました。 

 １４日は東小学校の児童が新型コロナウイルスに感染したという報告があり、同

校を翌日から２日間休校としました。１５日の午前中に消毒作業を行いました。１

６日にＰＣＲ検査が同校グランドで実施されました。幸い１７日の夕方までに､受

検者全員の陰性が確認されました。ご心配をかけましたが、東小学校は１９日から

通常授業を再開しています。今回も校内での感染拡大は発生しませんでしたが、第

４の大きな波が近付いていること、職員の異動、児童生徒の出入りがあったことを

踏まえ、校長会、教頭会では、今一度感染予防対策を徹底するよう指導したところ

です。 

 今後の主な行事です。４月２３日は中津川市姉妹都市友好推進協会定時総会に出

席します。５月３日に延期された成人式は、残念ですが中止となりました。１０日

はセンターロータリークラブの定例会に出席します。３０分ほど時間をいただきま

したので、中津川市の教育の現状などを紹介したいと思っています。また同日は、

東濃地区教育長会にも出席します。以降、岐阜県市町村教育委員会連合会定期総会、

校長研修会､市議会臨時会、教頭会などに出席予定です。なお、教育長訪問は５月

中旬から行う予定で日程調整中です。今年も学校、園の状況をご覧いただき、ご助
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言を賜りたいと思っています｡どうぞよろしくお願いします。 

 続きまして、事務局及び文化スポーツ部からそれぞれ報告をします。三宅事務局

長。 

■事務局長 ４月１日付けの人事異動で事務局長となりました三宅と申します。今

後ともよろしくお願いします。 

 前回の教育委員会以降の主な出席行事等について報告します。教育委員の皆様に

も大変ご心配をおかけした新型コロナウイルス関連につきましては、４月１４日に

東小学校の児童さんの感染が確認され、その後回復され、他の方には広がっていな

くて安心したところです。その他にもＰＣＲ検査を受けた事案がありましたが、今

のところ全員の陰性が確認されています。その間、４月８日、１５日に市の新型コ

ロナウイルス対策本部会議が開催されました。 

 ３月８日と９日は市議会で一般質問が行われ、教育委員会には５人の議員さんか

ら質問がありました。長谷川透議員からは新型コロナウイルスに対する取り組みと

影響について、糸魚川伸一議員からは選挙の投票率向上に関わり主権者教育の取り

組みについて、三浦八郎議員からは緑化少年団の活動などについて、木下律子議員

と黒田ところ議員からは幼児教育・保育施設適正配置計画についてご質問をいただ

きました。１１日はデンソーテン中津川製作所からオーディオセットをご寄贈いた

だきました。１２日は市内各中学校で卒業式が行われ、教育委員の皆様にはご出席

をいただき誠にありがとうございました。１８日は市議会予算決算委員会で令和３

年度予算をご審議の上ご承認をいただき、２２日に全体質疑が行われました。２４

日は小学校の卒業式が行われました。同日、日東工業様から今年も３００万円のご

寄附をいただきました。２６日には市議会３月議会の最終日が開催され、令和３年

度予算が議決されました。３１日は退職者の辞令交付式、４月１日は新規採用職員、

人事異動、三尾教育委員さんの辞令交付式が行われました。６日と１６日は市議会

文教民生委員会が開催され「こども園運営に対する申入書」について協議され、１

９日に正副委員長さんから教育長に申入書が手渡されました。１３日は落合のウエ

ダ歯科医院さんから、校医等をしていただいた落合・神坂小中学校、落合保育園及

び神坂幼稚園に対して、図書購入のためのご寄附をいただきました。 

 今後の予定です。４月２８日はＰＴＡ連合会会長会が行われます。３０日は市の

業務ヒアリングが行われ、令和３年度の教育委員会の重点事業について協議する予

定です。５月１１日には幼稚園連合ＰＴＡ評議員会が行われます。１９日には市議

会臨時会が開催されます。以上です。 

■教育長 丹羽文化スポーツ部長。 

■文化スポーツ部長 ３月の文化スポーツ部に関わる主な行事、今後の事業につい
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て、ご報告します。 

 ４月に入り、全国各地で感染が急増しております。まん延防止等重点措置区域が

拡大しつつあります。県でも新規感染者数が増加傾向にあり、変異株の感染が確認

される中、大型連休を控え第４波感染拡大が懸念されています。県の新型コロナウ

イルス「第４波」拡大阻止対策に基づき、市内におけるイベント・催事の開催及び

市有施設の対応についても引き続き施設の制限及びイベントの自粛を検討しており

ます。これまでの感染対策をより強化し、新規感染を抑えていく取り組みを行って

まいります。 

 主な行事です。教育委員会と重なる部分は省きます。３月８、９日、市議会一般

質問があり、２名の議員の方から質問を受けました。「指定管理とまちづくりにつ

いて」「仮称交流プラザの図書館について」でした。１４日、清流の国ぎふ２０２

０地歌舞伎勢揃い講演が開催され、安岐と加子母歌舞伎が公演しました。２３日、

第２回博物館協議会が開催されました。２５日、第３回図書館協議会を中央公民館

会議室で開催しました。同日、子ども金メダル授与式を感染防止のため中止しまし

た。２６日、市議会（本会議）最終日が開催されました。２９日、昨年、科学館で

行われた「中津川デジタル産業企画展」の最後の実行委員会を商工会議所ホールで

開催しました。 

 ４月３日、東京２０２０オリンピック聖火リレーが馬籠宿を８時４５分にスター

トし、女優の竹下景子さん他６名がランナーとして走りました。中津川駅前は９時

１０分にスタートし、太鼓の加藤拓三さんの他４名がランナーとして走りました。

５日、年度初めの市長の県庁訪問に同行しました。８日と１５日、新型コロナウイ

ルス感染症対策本部会議が開催されました。１５日、第４２回新型コロナウイルス

感染症対策本部会議が開催されました。１８日、清流の国ぎふ２０２０地歌舞伎勢

揃い講演が開催され、東濃歌舞伎中津川保存会と常盤座歌舞伎保存会が公演しまし

た。 

 今後の予定です。本日、スポーツ推進委員会定例会が開催されます。２３日、姉

妹都市友好推進協会定時総会を開催します。２７日、第３回ＪＳＢＡ全国ジュニア

スノーボードテクニカル選手権大会において優勝した中津高校１年の山室 音逢

（やまむろ のあ）選手から市長へ優勝報告があります。５月２日、延期していた

東濃歌舞伎中津川保存会の第６９回吉例歌舞伎大会が開催されます。感染対策を

しっかり行い開催することで進めています。３日、延期していた成人式は、残念で

すが、中止を決定しました。代替案として、写真撮影の場所の設営、動画での市長

の挨拶、来賓の古屋さんの挨拶などを盛り込んで行いたいと考えています。２５日、

青少年健全育成推進市民会議総会を開催します。以上です。 
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■教育長 ただいまの報告について、ご質問等がありましたらお願いします。 

 田島委員。 

■田島委員 市議会の一般質問で、黒田さんと木下さんから適正化について質問が

あったということですが、その内容を教えてください。 

■教育長 河合幼児教育課長。 

■幼児教育課長 適正配置計画の中身とパブリックコメントの内容について、３０

項目ぐらいにわたってご質問がありました。やはり中身がうまく伝わっていないと

いう印象です。例えば、もう指定管理者が決まっているのではないか、民営が公立

になるのはおかしいのではないかというご質問でした。確かに公設民営なので公

立っぽいのですが、ニュアンスがうまく伝わらないことが活字ではあるという率直

な印象でした。 

■教育長 三尾委員。 

■三尾委員 文化スポーツへの一般質問で、指定管理とまちづくりについて質問の

あった内容について教えてください。 

■教育長 丹羽文化スポーツ部長。 

■文化スポーツ部長 現在、付知と福岡と苗木が指定管理で行われており、指定管

理を行なっている団体はそれぞれの地域のまちづくりです。その中で課題だったの

は、まちづくりが指定管理をすると、どうしてもまちづくりの事業が指定管理にオ

ンされているのではないかということです。これは大きな課題であって、これから

検討する内容なので、定住推進部と相談して行なっていきます。我々も質問を受け

る中で、一番の課題は公民館のあり方だと思っています。今後しっかり定住推進部

と連携していきたいと回答しました。 

■教育長 ほかにいかがですか。 

 田島委員。 

■田島委員 交流センターについての質問の内容を教えてください。 

■教育長 丹羽文化スポーツ部長。 

■文化スポーツ部長 １２月議会で他の議員から図書機能でどういったサービスが

できるかと質問がありましたが、その続きのような質問でした。我々もこれから

サービス計画といったものをしっかり考えていきたいです。特にこれからデジタル

化ということもあり、電子情報をどううまく活用して未来の図書館を考えていくか、

今後しっかり検討していきたいです。もう一つ、図書館長の公募の件も以前あり、

その件についても今後しっかりサービス計画と併せて考えていきたいという回答を

しました。 

■教育長 そのほかいかがですか。 
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 ご質問等がないようでございますので、日程第４、議事に入ります。 

 議事日程第１ 報第３号「専決処分の承認を求めることについて」提案説明をお

願いします。 

 伊藤事務局次長。 

 

〔 事務局から資料に基づき説明 〕 

 

■教育長 ただいまの説明につきましてご質問、ご意見等がありましたらお願いし

ます。 

 田島委員。 

■田島委員 新しい年が始まったので、初歩の確認をさせていただきます。専決処

分は、どういうときにするものか、どのようにして行われるか、どなたがするのか、

そして、専決処分されて議題として提出された状態で、これを差戻しや停止するこ

とはできるのか、伺いたいです。 

■教育長 伊藤事務局次長。 

■事務局次長 専決処分は、急を要する場合などに教育長の権限の範囲内で決定し

ます。その後、報告して承認を求めるものです。専決処分に付した内容について、

異議等あれば変更等の改正ができます。教育委員会では、教育長が行います。 

■教育長 よろしいですか。 

■田島委員 はい。 

■教育長 教育長に対する事務委任規則があります。その中に「専決に処す」とい

う項目を記しています。後ほど教育委員さんへ配布してください。 

 それでは、報第３号の５項目について、順にご意見を頂戴します。初めに「中津

川市学校施設長寿命化計画の策定について」ご意見、ご質問等がありましたらお願

いします。 

 三尾委員。 

■三尾委員 私も専決処分の項目として、長寿命化の問題は非常に大きな問題で、

誰がこれを決定するかすごく負担になってくると思います。二つ質問があります。

一つは、木材の利用を推進することです。学校等施設で木材を使用して改修するイ

メージがどうしてもできません。新築ならできますが、改築・改修等でどう木材を

使うのですか。もう一つは、耐久年数を８０年と言われましたが、新ふくおか小学

校の耐久年数は、８０年を予定されているのですか。 

■教育長 伊藤事務局次長。 

■事務局次長 木材で改修する件は、全く造り変える改築の建て替えと、新たな学
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校を造る場合の新築に木材を積極的に利用するという趣旨です。ただ、全ての学校

でそれが可能かについては、法令上、木造ではできない部分もあります。また、３

階以上の高層の建物も検討が必要です。木質での内装化では木材を使いますが、木

造の建物として改修することはありません。あくまでも新築または建て替えの改築

の場合です。 

２点目ですが、新ふくおか小学校は、８０年もつ建物にしていくと考えています。 

■教育長 今回、新たに教育施設の木造、木質化を示したというより、中津川市教

育委員会としては既にその方向性を持っていました。大規模改修した学校をご覧い

ただくと、廊下や腰板に木を多用しています。また、新ふくおか小学校が初めての

新築ではなくて、既に加子母中学校の武道場を木造で建てています。これは平成２

５年にできています。かねてからその方向性があったことをご承知おき、ご理解い

ただけるとありがたく思います。 

 児童生徒数が多く、かなり大規模な建物になるところは、木造では厳しいものも

あります。新ふくおか小学校ぐらいの規模ならぜひ木造でというのが私たちの方向

性です。 

 田島委員。 

■田島委員 専決処分についての続きです。専第３号から６号までは専決処分でも

いいと思いますが、専第２号の長寿命化計画については、大変大事なことなので、

これを専決処分にするのは馴染まないと思います。私たちは意見を言わせていただ

きたいです。先ずは協議会でもいいので、粗々でも知らせていただきたいと思いま

す。５年前まで教育委員長がいて、教育長がいました。５人の教育委員の中で、４

人が教育に素人の民間からの委員で、教育長がプロの教育者、教育に精通している

委員でした。教育長が事務局を束ねていて、我々民間の代表の教育委員長がいまし

た。今、事務局の長は教育長で、私たち民間の委員の長も教育長になっています。

私たちの代表が教育長なので、見なくていいのかなと考えてしまいました。 

■教育長 伊藤事務局次長。 

■事務局次長 誠に申し訳ありません。田島委員のご指摘のとおりです。この計画

を早く作らなければいけなくて進めていましたが、完成したのが３月になってから

でした。教育委員会に諮って決定することを考えていましたが、議会に諮って市の

計画として示さなければいけなくて、急遽議会で提案することになりました。結果

的に１９日に専決して、２２日に市議会で報告する流れになったため、先に教育委

員さんへお諮りすることができなくなってしまいました。事務的な落ち度で申し訳

ありません。今後このようなことがないよう進めてまいりたいと思います。 

■教育長 私からもお詫び申し上げます。教育委員さん方にお示しし、ご意見を頂
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戴してからこの案を確定していこうと考えていたのですが、この計画については市

議会での説明が必要ということが差し迫った段階で明らかになり、こういった事態

になってしまいました。今後、各委員のご意見を頂戴しながら見直しを図って、よ

りよい計画にしていきたいと思っています。事務の進め方が前後しまして、大変申

し訳ありませんでした。 

 ほかにご意見はありませんか。 

 田島委員。 

■田島委員 資料１７ページの小学校建設事業中に坂本地区小学校とあります。こ

れは、給食調理場のことですか。 

■教育長 伊藤事務局次長。 

■事務局次長 以前から坂本の校舎で教室不足という課題があり、坂本小学校の増

築計画として上がっているものです。坂本小学校と中学校の給食調理場も併せてこ

の計画に含まれています。現在、この計画は調理場を共同調理場として運営する考

えでいくと、大きな調理場をどこに配置するかが大きな課題になってきます。本当

に教室不足に陥っているかもう一度検証することや、先生方の駐車場が不足してい

ることも課題です。緊急車両が入る動線はどうするのかという課題もあります。そ

ういった課題を地元の方と検討していくことを計画に上げています。 

■教育長 坂本小学校は現状でも手狭で、学校への動線が北側の坂本駅側から東西

にスロープで上がる形になっています。今後、あの片方が道路拡幅のため使えなく

なり、東西両方から入ることができなくなります。今後、学級の定員が３５人に順

次下がっていきますと、通常の教室が今以上に必要になる可能性があります。いく

つかの要因があり、ただでさえ手狭な坂本小学校は改善せざるを得ない状況にあり

ます。市の中期総合計画の中にもこれは位置付けています。加えて、小学校の調理

場も中学校の調理場もかなり老朽化しています。床等はドライ方式になっていない

こともあって、できれば小中の調理場を一箇所に集めた共同調理場化が必要だと考

えています。ただ、立地条件もありますし、リニア岐阜県駅のすぐ近くでもあり、

坂本小中学校をどのようにしていけばよりよいのか、教育委員会としては大きな課

題になっています。令和２年度はコンサルを入れて、どんなことが立地条件、敷地

の条件の中で可能なのかをプロの目で検証していただき、その報告が届いたところ

ですので、これもお示ししながら計画を進めていきたいと考えています。 

 三尾委員。 

■三尾委員 見出しですが、市民にホームページ等で提示するとき「学校施設長寿

命化」となります。ところが、施設計画の方では「学校施設の長寿命化計画」とあ

ります。日本語はすごく難しくて、学校施設長が寿命化していると取れないことも
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ないです。パッと見て分かりやすい表現が大事だと思います。学校施設の長寿命化

に統一した方が良いと思います。 

■教育長 貴重なご示唆を頂戴しました。分かりやすい表記に心掛けなければなら

ないと思います。 

 小栗委員。 

■小栗委員 田島委員がおっしゃったことに同意します。早く上げなければいけな

いなら、方法として臨時の教育委員会があっても良かったと感じます。 

 田島委員からもお話のありました立地計画の中の坂本地区については、今回、長

寿命化ということで、この計画期間の令和１０年度までに入れてあると思いますが、

もう少し長期的なスパンで見て、本当にあそこでいいのかを考えるタイミングだと

思います。このタイミングを逃したらもうダメだと思います。ここで長寿命化の改

修をしてしまうと、あの位置で固定化してしまうので、本当にそれが坂本地区の子

供たちのためなのか、中津川市の坂本地区の学校の場所としていいのかという結論

を早く出さなければいけないと思います。リニア岐阜県駅ができて、その真正面に

小学校があることはいい面もありますが、あそこに小学校がなくてもいいとも思い

ます。あの土地の有効活用が私はあると思うので、市としてしっかり有効活用しな

がら、学校を移転することも検討の一つとして考えるべきではないか、中津川市に

とっても私はその方がいいと思っています。今後、この長寿命化計画もいろいろな

側面のことを検討していくことがいいと思います。 

■教育長 ほかはいかがですか。 

 それでは、専第３号「中津川市教育委員会組織規則の一部改正について」ご意見

等ございませんか。 

 ないようですので、専第４号「中津川市スポーツ施設の設置等に関する条例施行

規則の一部改正について」ご意見等ございませんか。 

 橋本委員。 

■橋本委員 第４号と第５号に関して同じ内容ですが、施設の機能を廃止した後の

利用方法等は何か計画されていますか。 

■教育長 池戸生涯学習スポーツ課長。 

■生涯学習スポーツ課長 加子母第一広場は、老人クラブからグランドゴルフで利

用したい、管理もしたいというお話があります。福岡西運動場は、今後の利用予定

はありません。福岡曙ゲートボール場は、福岡小学校が新しくなりますので、テニ

スコートの移転に伴って、こちらのゲートボール場にテニスコートを設置します。 

■教育長 丹羽文化スポーツ部長。 

■文化スポーツ部長 福岡ふれあい文化センターは用途を廃止しますが、付知川の



 10 

ロケーションがすばらしいというお話もありますので、まずは民間への譲渡や民間

で活用できないか市場調査をして、なかった場合は廃止を考えます。時間的には少

しかかりますが、そういう進め方をします。 

■教育長 専第４、５、６号一括でご質問等あれば頂戴します。 

 田島委員。 

■田島委員 廃止する施設は、全て中津川市有の建物ですか。 

■教育長 池戸生涯学習スポーツ課長。 

■生涯学習スポーツ課長 説明した３施設は市の施設です。 

■教育長 松井文化スポーツ部次長。 

■文化スポーツ部次長 福岡ふれあい文化センターは、建物は市有で土地は借地で

す。 

■教育長 福岡ふれあい文化センター内にあったあけぼの教室の移転について、三

尾委員からご紹介いただけますか。 

■三尾委員 福岡ふれあい文化センターの中にあけぼの教室という適応指導教室が

ありました。不登校気味や不登校の児童生徒を学校へ行けるように指導できるとこ

ろです。福岡文化センターが廃止されましたので、旧田瀬小学校内に移転していた

だきました。主に職員室と校長室を使っています。いろいろなところで宣伝してい

ただけるとありがたいと思います。移転に当たってご協力いただきありがとうござ

いました。 

■教育長 三尾委員には、あけぼの教室の室長をお務めいただいています。 

 小栗委員。 

■小栗委員 廃止する施設の備品等は、どこかで活用するのでしょうか。 

■教育長 丹羽文化スポーツ部長。 

■文化スポーツ部長 まず庁内で必要な部署等から注文を受けます。建物と同じで

老朽化しているものばかりなので、まず庁内の使えるところで使っていきたいと考

えています。 

■教育長 ほかによろしいでしょうか。 

 ご意見、質問等がございませんので、ご異議がなければ、報第３号については、

承認ということでよろしいでしょうか。 

それでは、報第３号「専決処分の承認を求めることについて」は、原案どおり承

認とします。 

 続きまして、議第１３号「中津川市教育委員会附属機関の委員の委嘱等について」

提案説明をお願いします。 

伊藤事務局次長。 



 11 

 

〔 事務局から資料に基づき説明 〕 

 

■教育長 ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等がありましたらお願い

します。 

ご意見、質問等がございませんので、ご異議がなければ、議第１３号については、

承認ということでよろしいでしょうか。 

それでは、議第１３号「中津川市教育委員会附属機関の委員の委嘱等について」

は、原案どおり承認とします。 

 続きまして、議第１４号「中津川市議会（臨時会）に提出する議案の意見につい

て」提案説明をお願いします。 

河合幼児教育課長。 

 

〔 事務局から資料に基づき説明 〕 

 

■教育長 ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等がありましたらお願い

します。 

 田島委員。 

■田島委員 めぐみ保育園が移転して、いつからスタートしますか。 

■教育長 河合幼児教育課長。 

■幼児教育課長 令和４年４月１日開園です。令和３年度に工事を行います。 

■教育長 ほかはよろしいですか。 

 ご意見、質問等がございませんので、ご異議がなければ、議第１４号については、

承認ということでよろしいでしょうか。 

それでは、議第１４号「中津川市議会（臨時会）に提出する議案の意見について」

は、原案どおり承認とします。 

 これをもちまして、本日の議事はすべて終了しました。委員の皆さん、ありがと

うございました。 

 事務局から次回の開催日程について報告してください。 

伊藤事務局次長。 

■事務局次長 次回開催日は、令和３年５月２５日、火曜日、１３時３０分からに

ぎわいプラザ４－１会議室にて定例会を開催いたします。 

■教育長 次回は、令和３年５月２５日、火曜日、１３時３０分からにぎわいプラ

ザ４－１会議室にて定例会を開催いたします。 
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 以上で、令和３年第５回中津川市教育委員会を終了といたします。お疲れ様でし

た。 

〔 閉  会（午後２時４３分） 〕 


